
補助ワークブック 3 年 
日常生活につながる自己表現ワークブック【トムの町紹介２】    No.3bw069 
英語の授業でトムがガイドブックを見せながらトムの町を紹介します。 
 
Step1 モデル文を読もう 
 
Tom: This is Taronga Zoo. 

There are many animals there. 
Mai: What animals can we see? 
Tom: You can see kangaroos, crocodiles, koalas, and more.  

Some wild animals are found only in Australia. 
Yumi: I can see koalas in the picture. They are so cute!  
Tom: Yes. Koalas are very popular. Many people visit to see them. 
Mai: Are there any shops in the zoo? 
Tom: Yes, there are. Many books and souvenirs are sold at the zoo’s 
 shops. 
Yumi: I want to visit Australia some day. 
 
 
ポイントを確認しよう 
上のモデル文について、次の質問に日本語で答えなさい。 
 
１．タロンガ動物園にはたくさんの動物がいますか。 
                    （                 ） 
２．オーストラリアには、オーストラリアにしかいない固有の動物がいますか。 
                    （                  ） 
３．タロンガ動物園では、毎年多くの人が何の動物を見に来ますか。 
                    （                 ） 
４．タロンガ動物園のお店では何が売られていますか。 
                    （                 ） 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
Taronga Zoo  タロンガ動物園（オーストラリアのシドニーにある動物園）    
kangaroo  カンガルー   crocodile  ワニ   koala  コアラ    
more  もっと多くの   wild  野性の   found  見つける find の過去分詞    
Australia  オーストラリア   cute  かわいい   popular 人気のある 
souvenir  おみやげ   sold  売る sell の過去分詞   some day  いつか 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                No.3bw070
英語の授業でトムがガイドブックを見せながらトムの町を紹介します。その会話文を読

んで、後の問に答えなさい。 
 
Tom: This is Taronga Zoo. 

There are many animals there. 
Mai: What animals can we (             )? 
Tom: You can see kangaroos, crocodiles, koalas, and more.  

Some wild animals [ am,  are,  is ] [ find,  finding,  found ] only 
in Australia. 

Yumi: I can see koalas in the picture. They are so cute!  
Tom: Yes. Koalas are very popular.  

Many people visit (         )(         ) them. 
Mai: Are there any shops in the zoo? 
Tom: Yes, there are. Many books and souvenirs are [ sell,  sold ] at the 

zoo’s shops. 
Yumi: I want to visit Australia some day. 
 
問１［   ］内の中から正しい語を選び、○でかこみましょう。 
問２（   ）の中に正しい語句を書きましょう。 
 
 
Step２ ② 全体の流れを理解しよう 
英語の授業でトムがガイドブックを見せながらトムの町を紹介します。その会話文を読

んで（   ）に入る語句を下の枠の中から選び、英文を完成させましょう。 
 
Tom: This is Taronga Zoo. 

There are many animals there. 
Mai: (                                              ) 
Tom: You can see kangaroos, crocodiles, koalas, and more.  

Some wild animals are found only in Australia. 
Yumi: I can see koalas in the picture. They are so cute!  
Tom: Yes. Koalas are very popular. 
 (                                              ) 
Mai: Are there any shops in the zoo? 
Tom: Yes, there are. Many books and souvenirs are sold at the zoo’s 
 shops. 
Yumi: (                                              ) 
 I want to visit Australia some day. 

What animals can we see?  
Many people visit to see them. 



Step３  表現しよう                       No.3bw071 
英語の授業でトムの紹介文を聞いてから、舞（マイ）は分かったことを英語でまとめま

す。舞（マイ）になったつもりで次のメモを参考にして（       ）に適切な英

語を書き、完成させましょう。語句も利用してください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

We (          ) (          ) many animals at Taronga Zoo. 

Some wild animals (          )(          ) only in Australia. 

Koalas (           ) very popular. 

Many people visit (          )(          ) them. 

Many books and souvenirs (           ) sold at the zoo’s shops. 

Yumi (          )(          ) visit Australia some day. 

 

 

メモ 
• タロンガ動物園ではたくさんの動物を見

ることができる 
• オーストラリアには、オーストラリアでし

かいない固有の野性動物がいる 
• コアラはとても人気がある 
• 多くの人々がコアラを見に訪れる 
• その動物園のお店では多くの本やおみや

げが売られている 
• 由美は、いつかオーストラリアを訪問した

がっている 

語句 
Taronga Zoo   
タロンガ動物園（オーストラリアの

シドニーにある動物園）    
wild  野性の    
found  見つける find の過去分詞    
Australia  オーストラリア 
popular 人気のある 
souvenir  おみやげ    
sold  売る sell の過去分詞 
some day  いつか 
 



Step４  表現しよう                        No.3bw072 
英語の授業でトムの紹介文を聞いてから、舞（マイ）は分かったことを英語でまとめま

す。舞（マイ）になったつもりで次のメモを参考にして英語を書き、完成させましょう。

語句も利用してください。ただし、それぞれの書き出しの語は書いてあります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

We  

Some wild animals  

Koalas  

Many people  

Books and souvenirs  

Yumi  

 

 

メモ 
• タロンガ動物園ではたくさんの動物を見

ることができる 
• オーストラリアには、オーストラリアでし

かいない固有の野性動物がいる 
• コアラはとても人気がある 
• 多くの人々がコアラを見に訪れる 
• その動物園のお店では本やおみやげが売

られている 
• 由美は、いつかオーストラリアを訪問した

がっている 

語句 
Taronga Zoo   
タロンガ動物園（オーストラリアの

シドニーにある動物園）    
wild  野性の    
found  見つける find の過去分詞    
Australia  オーストラリア 
popular 人気のある 
souvenir  おみやげ    
sold  売る sell の過去分詞 
some day  いつか 
 



補助ワークブック 3 年 
日常生活につながる自己表現ワークブック【トムの町紹介２】    No.3bw069 
英語の授業でトムがガイドブックを見せながらトムの町を紹介します。 
 
Step1 モデル文を読もう 
 
Tom: This is Taronga Zoo. 

There are many animals there. 
Mai: What animals can we see? 
Tom: You can see kangaroos, crocodiles, koalas, and more.  

Some wild animals are found only in Australia. 
Yumi: I can see koalas in the picture. They are so cute!  
Tom: Yes. Koalas are very popular. Many people visit to see them. 
Mai: Are there any shops in the zoo? 
Tom: Yes, there are. Many books and souvenirs are sold at the zoo’s 
 shops. 
Yumi: I want to visit Australia some day. 
 
 
ポイントを確認しよう 
上のモデル文について、次の質問に日本語で答えなさい。 
 
１．タロンガ動物園にはたくさんの動物がいますか。 
                    （    はい    ） 
２．オーストラリアには、オーストラリアにしかいない固有の動物がいますか。 
                    （   はい、います  ） 
３．タロンガ動物園では、毎年多くの人が何の動物を見に来ますか。 
                    （  コアラ  ） 
４．タロンガ動物園のお店では何が売られていますか。 
                    （  たくさんの本やおみやげ  ） 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
Taronga Zoo  タロンガ動物園（オーストラリアのシドニーにある動物園）    
kangaroo  カンガルー   crocodile  ワニ   koala  コアラ    
more  もっと多くの   wild  野性の   found  見つける find の過去分詞    
Australia  オーストラリア   cute  かわいい   popular 人気のある 
souvenir  おみやげ   sold  売る sell の過去分詞   some day  いつか 

解答 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                No.3bw070
英語の授業でトムがガイドブックを見せながらトムの町を紹介します。その会話文を読

んで、後の問に答えなさい。 
 
Tom: This is Taronga Zoo. 

There are many animals there. 
Mai: What animals can we (    see    )? 
Tom: You can see kangaroos, crocodiles, koalas, and more.  

Some wild animals [ am,  are,  is ] [ find,  finding,  found ] only 
in Australia. 

Yumi: I can see koalas in the picture. They are so cute!  
Tom: Yes. Koalas are very popular.  

Many people visit (   to   )(    see    ) them. 
Mai: Are there any shops in the zoo? 
Tom: Yes, there are. Many books and souvenirs are [ sell,  sold ] at the 

zoo’s shops. 
Yumi: I want to visit Australia some day. 
 
問１［   ］内の中から正しい語を選び、○でかこみましょう。 
問２（   ）の中に正しい語句を書きましょう。 
 
 
Step２ ② 全体の流れを理解しよう 
英語の授業でトムがガイドブックを見せながらトムの町を紹介します。その会話文を読

んで（   ）に入る語句を下の枠の中から選び、英文を完成させましょう。 
 
Tom: This is Taronga Zoo. 

There are many animals there. 
Mai: (     What animals can we see?       ) 
Tom: You can see kangaroos, crocodiles, koalas, and more.  

Some wild animals are found only in Australia. 
Yumi: I can see koalas in the picture. They are so cute!  
Tom: Yes. Koalas are very popular. 
 (   Many people visit to see them.   ) 
Mai: Are there any shops in the zoo? 
Tom: Yes, there are. Many books and souvenirs are sold at the zoo’s 
 shops. 
Yumi: (     I want to visit Australia some day.     ) 
 

I want to visit Australia some day. 
What animals can we see?  
Many people visit to see them. 

解答 



Step３  表現しよう                       No.3bw071 
英語の授業でトムの紹介文を聞いてから、舞（マイ）は分かったことを英語でまとめま

す。舞（マイ）になったつもりで次のメモを参考にして（       ）に適切な英

語を書き、完成させましょう。語句も利用してください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

We (   can  ) (   see   ) many animals at Taronga Zoo. 

Some wild animals (   are   )(   found   ) only in Australia. 

Koalas (    are   ) very popular. 

Many people visit (   to   )(    see    ) them. 

Many books and souvenirs (    are    ) sold at the zoo’s shops. 

Yumi (   wants   )(     to     ) visit Australia some day. 

 

 

メモ 
• タロンガ動物園ではたくさんの動物を見

ることができる 
• オーストラリアには、オーストラリアでし

かいない固有の野性動物がいる 
• コアラはとても人気がある 
• 多くの人々がコアラを見に訪れる 
• その動物園のお店では多くの本やおみや

げが売られている 
• 由美は、いつかオーストラリアを訪問した

がっている 

語句 
Taronga Zoo   
タロンガ動物園（オーストラリアの

シドニーにある動物園）    
wild  野性の    
found  見つける find の過去分詞    
Australia  オーストラリア 
popular 人気のある 
souvenir  おみやげ    
sold  売る sell の過去分詞 
some day  いつか 
 

解答 



Step４  表現しよう                        No.3bw072 
英語の授業でトムの紹介文を聞いてから、舞（マイ）は分かったことを英語でまとめま

す。舞（マイ）になったつもりで次のメモを参考にして英語を書き、完成させましょう。

語句も利用してください。ただし、それぞれの書き出しの語は書いてあります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

We can see many animals at Taronga Zoo. 

Some wild animals are found only in Australia. 

Koalas are very popular. 

Many people visit Taronga Zoo to see them. 

Books and souvenirs are sold at the zoo’s shops. 

Yumi wants to visit Australia some day. 
 

解答例 

メモ 
• タロンガ動物園ではたくさんの動物を見

ることができる 
• オーストラリアには、オーストラリアでし

かいない固有の野性動物がいる 
• コアラはとても人気がある 
• 多くの人々がコアラを見に訪れる 
• その動物園のお店では本やおみやげが売

られている 
• 由美は、いつかオーストラリアを訪問した

がっている 

語句 
Taronga Zoo   
タロンガ動物園（オーストラリアの

シドニーにある動物園）    
wild  野性の    
found  見つける find の過去分詞    
Australia  オーストラリア 
popular 人気のある 
souvenir  おみやげ    
sold  売る sell の過去分詞 
some day  いつか 
 


